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令和４年度北中城村一般会計補正予算(第１号)について 
 

 

 令和４年度北中城村の一般会計補正予算(第１号)を別紙のとおり提出し、議会の議決を求めます。 

 

 

 

 

 

 

令和４年６月１０日提出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 



令和４年度北中城村一般会計補正予算(第１号) 
 

 

 令和４年度北中城村の一般会計補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７０，８７９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ８，２３０，８７９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 



第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正
歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１５． 分担金及び負担金 80,987 1,634 82,621

１． 負担金 80,987 1,634 82,621

１７． 国庫支出金 1,369,157 118,121 1,487,278

２． 国庫補助金 272,009 114,899 386,908

３． 委託金 72,920 3,222 76,142

１８． 県支出金 971,305 6,079 977,384

２． 県補助金 454,739 6,079 460,818

２１． 繰入金 414,069 11,142 425,211

２． 基金繰入金 414,068 11,142 425,210

２３． 諸収入 73,331 17,603 90,934

３． 雑入 71,730 17,603 89,333

２４． 村債 113,000 16,300 129,300

１． 村債 113,000 16,300 129,300

歳               入               合               計 8,060,000 170,879 8,230,879

－　１　－



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 議会費 94,432 △501 93,931

１． 議会費 94,432 △501 93,931

２． 総務費 1,457,397 47,443 1,504,840

１． 総務管理費 1,247,399 39,279 1,286,678

２． 徴税費 113,126 4,383 117,509

３． 戸籍住民基本台帳費 65,940 △664 65,276

４． 選挙費 28,973 4,445 33,418

３． 民生費 3,034,582 55,764 3,090,346

１． 社会福祉費 1,523,792 8,319 1,532,111

２． 児童福祉費 1,510,790 47,445 1,558,235

４． 衛生費 917,357 △2,192 915,165

１． 保健衛生費 596,962 △6,892 590,070

２． 清掃費 320,395 4,700 325,095

５． 農林水産業費 167,531 40,273 207,804

１． 農業費 161,245 40,092 201,337

３． 水産業費 3,341 181 3,522

６． 商工費 156,798 24,575 181,373

１． 商工費 156,798 24,575 181,373

７． 土木費 504,245 △34,215 470,030

１． 土木管理費 54,940 △5,189 49,751

２． 道路橋梁費 129,148 △37,492 91,656

３． 都市計画費 320,157 8,466 328,623

８． 消防費 261,633 1,948 263,581

１． 消防費 261,633 1,948 263,581

－　２　－



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

９． 教育費 1,003,048 37,693 1,040,741

１． 教育総務費 173,701 5,605 179,306

２． 小学校費 190,128 6,740 196,868

３． 中学校費 92,145 2,463 94,608

４． 幼稚園費 66,133 6,463 72,596

５． 社会教育費 261,756 15,940 277,696

６． 保健体育費 219,185 482 219,667

１３． 予備費 19,658 91 19,749

１． 予備費 19,658 91 19,749

歳               出               合               計 8,060,000 170,879 8,230,879

－　３　－



第２表　地方債補正

１　追　加 （単位：千円）

起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法

一般単独事業債
（安谷屋第２地区かんがい施設整備事業）

16,300

計 16,300

(借入方法)
　証書借入又は地方証
券発行の方法による。

(借入先)
　財政融資資金、地方
公共団体金融機構資
金、その他

　5%以内(ただし、利率
見直し方式で借入れる
財政融資資金及び地方
公共団体金融機構資金
について、利率の見直
しを行った後において
は当該見直し後の利率)

　30年以内の償還、そ
の他借入先の融資条件
による。ただし、村財
政の都合により繰上償
還または低利債に借換
えすることができる。

－ ４ －



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書
１．総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

１５． 分担金及び負担金 ８０，９８７ １，６３４ ８２，６２１

１７． 国庫支出金 １，３６９，１５７ １１８，１２１ １，４８７，２７８

１８． 県支出金 ９７１，３０５ ６，０７９ ９７７，３８４

２１． 繰入金 ４１４，０６９ １１，１４２ ４２５，２１１

２３． 諸収入 ７３，３３１ １７，６０３ ９０，９３４

２４． 村債 １１３，０００ １６，３００ １２９，３００

　　　　 歳          入          合          計 ８，０６０，０００ １７０，８７９ ８，２３０，８７９

－　５　－



（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1. 議会費 94,432 △501 93,931 △501

2. 総務費 1,457,397 47,443 1,504,840 23,739 14,603 9,101

3. 民生費 3,034,582 55,764 3,090,346 49,867 1,634 4,263

4. 衛生費 917,357 △2,192 915,165 9,720 △11,912

5. 農林水産業費 167,531 40,273 207,804 15,468 16,300 8,505

6. 商工費 156,798 24,575 181,373 33,600 △9,025

7. 土木費 504,245 △34,215 470,030 △29,814 4,162 △8,563

8. 消防費 261,633 1,948 263,581 1,948

9. 教育費 1,003,048 37,693 1,040,741 21,391 9,980 6,322

13. 予備費 19,658 91 19,749 91

 歳     出     合     計 8,060,000 170,879 8,230,879 123,971 16,300 30,379 229

－　６　－

一 般 財 源



２．歳　入

（款） 15. 分担金及び負担金  （項） 1. 負担金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 民生費負担金 80,651 1,634 82,285 5. 介護保険事業費負担金 1,634 保険者機能強化推進交付金                  1,634

　 　　計 80,987 1,634 82,621

（款） 17. 国庫支出金  （項） 2. 国庫補助金

節

区　　　　　分 金　　額

1. 民生費国庫補助金 65,302 38,669 103,971 3. 社会福祉費国庫補助金 218 住民税非課税世帯等に対する臨時特別                   218
給付金

6. 児童福祉費国庫補助金 38,451 子ども・子育て支援交付金国庫補助金                 4,402

子育て世帯への臨時特別給付金                  2,229

子育て世帯生活支援特別給付金（その                27,570
他世帯）

保育対策総合支援事業費補助金                  4,250

4. 教育費国庫補助金 4,240 1,736 5,976 4. 学校教育設備整備費国 1,736 理科教育施設整備費等補助金                  △739

庫補助金 学校保健特別対策事業費補助金                  2,475

7. 特定防衛施設周辺整備 50,000 △2,314 47,686 1. 特定防衛施設周辺整備 △2,314 基金積立金（北中城小学校擁壁工事）              △24,077

調整交付金 調整交付金 環境軽トラック購入事業                  1,875

地上デジタル放送無線共聴設備更新事                19,888
業

8. 地方道路改修費国庫補 61,473 △18,792 42,681 3. 社会資本整備総合交付 △18,792 村道仲順ライカム線               △19,566

助金 金 村道喜舎場荻道線                    344

村道北中城高校127号線                    430

－　７　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 17. 国庫支出金  （項） 2. 国庫補助金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

26. 総務費国庫補助金 16,245 △122 16,123 10. マイナポイント事業費 △122 マイナポイント事業費補助金                  △122

補助金

29. 地方創生交付金 0 95,722 95,722 2. 地方創生臨時交付金（ 95,722 地方創生臨時交付金（新型コロナウイ                95,722
新型コロナウイルス感 ルス感染症対応）

染症対応）

　 　　計 272,009 114,899 386,908

（款） 17. 国庫支出金  （項） 3. 委託金

節

区　　　　　分 金　　額

5. 教育費委託金 66,634 3,222 69,856 1. 教育費委託金 3,222 基地内埋蔵文化財発掘調査等委託金                 3,222

　 　　計 72,920 3,222 76,142

（款） 18. 県支出金  （項） 2. 県補助金

節

区　　　　　分 金　　額

1. 総務費県補助金 13,302 △13,302 0 1. 総務費県補助金 △13,302 沖縄県市町村磁気探査支援事業補助金              △13,302

2. 民生費県補助金 153,506 3,625 157,131 4. 児童福祉費県補助金 3,625 子ども・子育て支援交付金県補助金                 3,625

3. 衛生費県補助金 32,274 2,071 34,345 7. 不法投棄・散乱ごみ監 2,071 沖縄県海岸漂着物等地域対策推進事業                 2,071
視等事業補助金 費補助金

4. 農林水産業費県補助金 7,732 7,798 15,530 1. 農業費県補助金 7,798 北中城村軽石被害に係る緊急支援事業                    90
（燃油）

沖縄県経営発展支援事業補助金                  6,615

沖縄県農地集積・集約化対策推進交付                    93
金

沖縄県農業生産・経営対策事業補助金                 1,000

－　８　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 18. 県支出金  （項） 2. 県補助金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

5. 教育費県補助金 1,000 150 1,150 13. 教育振興費県補助金 150 沖縄県教育支援体制整備事業費補助金                   150

7. 沖縄振興特別推進交付 220,049 5,737 225,786 1. 沖縄振興特別推進交付 5,737 米軍記録資料整理公開事業                    545

金 金 喜舎場住宅地区跡地利用検討業務                  5,192

　 　　計 454,739 6,079 460,818

（款） 21. 繰入金  （項） 2. 基金繰入金

節

区　　　　　分 金　　額

5. ふるさと応援基金繰入 165,416 7,480 172,896 1. ふるさと応援基金繰入 7,480 ふるさと応援基金繰入金                  7,480

金 金

14. 公共施設整備基金繰入 0 3,662 3,662 1. 公共施設整備基金繰入 3,662 公共施設整備基金繰入金                  3,662

金 金

　 　　計 414,068 11,142 425,210

（款） 23. 諸収入  （項） 3. 雑入

節

区　　　　　分 金　　額

2. 雑入 71,729 17,603 89,332 1. 雑入 17,603 一般コミュニティ助成事業                  3,000

北中城中学校通学バス運営移管金                 14,603

　 　　計 71,730 17,603 89,333

－　９　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款） 24. 村債  （項） 1. 村債 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

7. 農林水産債 2,200 16,300 18,500 1. 一般単独事業債 16,300 安谷屋第２地区かんがい施設整備事業                16,300

　 　　計 113,000 16,300 129,300

－　１０　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３．歳　出

（款） 1. 議会費  （項） 1. 議会費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 議会費 94,432 △501 93,931 △501 3. 職員手当等 △411 管理職手当             90

一般職期末手当          △130

議員期末手当          △348

期末手当（会計年度任用職員）（一般          △23
事務）

4. 共済費 △90 職員共済組合負担金           △68

追加費用（一般職）           △22

　計 94,432 △501 93,931 △501

－　１１　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 1. 総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 一般管理費 374,379 △505 373,874 △122 △383 1. 報酬 1,845 会計年度任用職員報酬（マイナポイン         1,845
ト事業）

2. 給料 △1,044 一般職給料        △1,044

3. 職員手当等 △923 扶養手当            156

住居手当          △342

通勤手当            248

管理職手当             90

一般職期末手当          △878

一般職勤勉手当          △303

特別職期末手当          △137

期末手当（会計年度任用職員）（一般          △18
事務）

期末手当（会計年度任用職員）（マイ           261
ナポイント事業）

4. 共済費 △926 一般職員共済組合負担金          △692

特別職共済組合負担金           △95

追加費用（一般職）          △108

追加費用（特別職）           △32

事務費（一般職）              1

7. 報償費 2,633 自治会長退職報償費          2,633

8. 旅費 22 通勤手当（会計年度任用職員）（マイ            22
ナポイント事業）

－　１２　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 1. 総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

12. 委託料 △2,112 行政事務委託料               

人材派遣委託料（マイナポイント事業              
）

3. 会計管理費 25,603 △671 24,932 △671 1. 報酬 △446 会計年度任用職員報酬（会計事務）         △446

2. 給料 △55 一般職給料           △55

3. 職員手当等 △283 扶養手当           △78

管理職手当             90

一般職期末手当          △167

一般職勤勉手当           △10

期末手当（会計年度任用職員）（会計         △118
事務）

4. 共済費 △181 職員共済組合負担金          △153

追加費用（一般職）           △28

8. 旅費 △50 通勤手当（会計年度任用職員）           △50

17. 備品購入費 344 庁用備品             52

硬貨・紙幣計数機            292

5. 企画費 302,365 33,335 335,700 39,621 △6,286 2. 給料 1,801 一般職給料          1,801

3. 職員手当等 229 扶養手当          △120

住居手当            342

通勤手当            186

管理職手当             90

一般職期末手当          △255

一般職勤勉手当             88

－　１３　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 1. 総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

児童手当           △90

期末手当（会計年度任用職員）           △12

4. 共済費 △554 職員共済組合負担金          △479

追加費用（一般職）           △76

事務費（一般職）              1

8. 旅費 9 通勤手当（会計年度任用職員）              9

10. 需用費 500 施設修繕費            500

12. 委託料 19,349 地域公共交通計画策定業務委託料               

喜舎場住宅地区跡地利用検討業務               

14. 工事請負費 24,860 地上デジタル放送無線共聴整備更新工              
事

18. 負担金、補 △12,859 北中城村地域公共交通会議負担金       △12,859

助及び交付

金

7. 平和費 5,776 2,756 8,532 1,650 1,106 7. 報償費 340 報償費（第7回世界のウチナーンチュ           340
大会）

10. 需用費 358 消耗品費（第7回世界のウチナーンチ           100
ュ大会）

11. 役務費 27 通信運搬費（第7回世界のウチナーン            17
チュ大会 ）

手数料（第7回世界のウチナーンチュ            10
大会）

－　１４　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 1. 総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

12. 委託料 2,031 委託料（第7回世界のウチナーンチュ              
大会）

8. 電算費 96,781 3,905 100,686 2,554 1,351 3. 職員手当等 △36 期末手当（会計年度任用職員）（電算          △36
に係る職務）

12. 委託料 2,083 子育て世帯生活支援特別給付金対応業              
務（その他世帯）

IPAmj明朝フォント同定対応業務（業              
務標準化 対応）

13. 使用料及び 33 WEB会議システム（Zoom）使用料             33

賃借料

14. 工事請負費 1,000 オンライン環境整備事業（地方創生（              
臨））

17. 備品購入費 825 オンライン環境整備事業用端末、（地           825
方創生（臨））

14. 村史編纂費 14,182 757 14,939 545 212 1. 報酬 438 会計年度任用職員報酬（米軍記録資料           438
整理公開）

3. 職員手当等 △363 期末手当（会計年度任用職員・『戦後          △30
編』）

期末手当（会計年度任用職員・米国統          △60
治期調査）

期末手当（会計年度任用職員・米軍記         △273
録資料整理公開）

－　１５　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 1. 総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

7. 報償費 252 報償費（米軍記録資料整理公開）            252

12. 委託料 430 展示会開催業務委託料               

15. 文化振興費 3,802 176 3,978 176 12. 委託料 176 テラコッタ移設委託料               

16. 財政調整基 10,000 9,000 19,000 9,000 24. 積立金 9,000 財政調整基金積立金          9,000

金費

33. 特定防衛施 25,000 △24,077 923 △24,077 24. 積立金 △24,077 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金      △24,077
設周辺整備 積立金

調整交付金

事業基金費

39. 通学バス基 0 14,603 14,603 14,603 24. 積立金 14,603 通学バス基金積立金         14,603

金費

　計 1,247,399 39,279 1,286,678 20,171 14,603 4,505

－　１６　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 2. 徴税費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 税務総務費 72,886 2,989 75,875 2,989 2. 給料 2,124 一般職給料            133

会計年度任用職員給与（育休代替）         1,991

3. 職員手当等 1,212 扶養手当            240

住居手当            612

通勤手当             61

管理職手当             90

一般職期末手当          △382

一般職勤勉手当             37

児童手当            240

通勤手当（会計年度任用職員）（育休            78
代替）

期末手当（会計年度任用職員）（一般           236
事務）

4. 共済費 △347 共済組合負担金          △268

追加費用（一般職）           △80

事務費（一般職）              1

2. 賦課徴収費 40,240 1,394 41,634 1,438 △44 3. 職員手当等 △53 期末手当（会計年度任用職員）（村税          △53
滞納整理に係る職務）

11. 役務費 8 申告予約専用ダイヤル回線使用料（地             8
方創生( 臨)）

12. 委託料 1,307 申告予約受付業務委託料（地方創生(              
臨)）

－　１７　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 2. 徴税費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

13. 使用料及び 132 申告予約システム使用料（地方創生(           132
賃借料 臨)）

　計 113,126 4,383 117,509 1,438 2,945

－　１８　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 3. 戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 戸籍住民基 65,940 △664 65,276 2,130 △2,794 1. 報酬 210 会計年度任用職員報酬（一般事務）       △7,492

本台帳費
会計年度任用職員報酬（マイナンバー         5,842
カード交付事務費補助金）

会計年度任用職員報酬（地方創生（臨         1,860
））

会計年度任用職員報酬（時間外勤務手         △420
当）

会計年度任用職員時間外勤務手当（個           420
カード交付事務費補助金）

2. 給料 △225 一般職給料          △225

3. 職員手当等 △420 扶養手当           △78

住居手当            348

通勤手当             49

管理職手当             90

一般職期末手当          △446

一般職勤勉手当           △36

期末手当（会計年度任用職員）（一般       △1,760
事務）

会計年度任用職員期末手当（マイナン         1,033
バーカード交付事務補助金）

会計年度任用職員期末手当（地方創生           380
（臨））

－　１９　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 3. 戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

4. 共済費 △307 職員共済組合負担金          △242

追加費用（一般職）           △66

事務費（一般職）              1

8. 旅費 △32 通勤手当（会計年度任用職員）（一般         △144
事務）

会計年度任用職員通勤手当（マイナン            76
バーカード交付事務補助金）

会計年度任用職員通勤手当（地方創生            36
（臨））

13. 使用料及び 110 個人番号カード出張申請サポート専用            44
賃借料 ポケットWi-fi使用料

個人番号ｶｰﾄﾞ申請専用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ賃借料           110

個人番号カード出張申請サポート専用          △44
ポケットWi-Fi

　計 65,940 △664 65,276 2,130 △2,794

－　２０　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 4. 選挙費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

3. 村議会議員 8,267 4,445 12,712 4,445 11. 役務費 △1,109 選挙運動はがき（候補者用）        △1,109

選挙及び村

長選挙費

18. 負担金、補 5,554 選挙運動はがき（候補者用）          1,109

助及び交付 選挙運動費用負担金          4,445

金

　計 28,973 4,445 33,418 4,445

－　２１　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 1. 社会福祉費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 社会福祉総 435,567 1,929 437,496 1,950 △21 1. 報酬 △16 会計年度任用職員報酬（一般事務）          △16

務費

3. 職員手当等 △247 特殊勤務手当              3

時間外勤務手当             60

管理職手当             90

一般職期末手当          △374

期末手当（会計年度任用職員）（一般          △26
事務）

4. 共済費 △268 職員共済組合負担金          △204

追加費用（一般職）           △65

事務費（一般職）              1

10. 需用費 1,100 食糧費            150

食糧費（新型コロナ対応自宅療養者向           200
け食糧支援）

抗原検査キット等購入事業（地方創生           750
（臨））

12. 委託料 160 行旅死亡人等葬祭業務               

18. 負担金、補 1,200 教育機関向けＰＣＲ検査等費用助成事         1,200
助及び交付 業（地方創生（臨））

金

2. 身体障害者 30,137 △62 30,075 △62 3. 職員手当等 △62 期末手当（会計年度任用職員）（社福          △62
福祉費 ・その他準ずる職）

－　２２　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 1. 社会福祉費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

3. 老人福祉費 62,986 △273 62,713 △273 12. 委託料 △273 外出支援サービス事業委託料               

4. 国民年金事 8,523 △100 8,423 △100 3. 職員手当等 △72 一般職期末手当           △40

務費
期末手当（会計年度任用職員）（一般          △32
事務）

4. 共済費 △28 職員共済組合負担金           △21

追加費用（一般職）            △7

5. 介護保険事 319,608 1,635 321,243 1,634 1 3. 職員手当等 △293 扶養手当            480

業費 一般職期末手当          △110

期末手当（会計年度任用職員）（理学         △230
療法士）（予）

期末手当（会計年度任用職員）（社会          △32
福祉士）（包）

期末手当（会計年度任用職員）（社福          △27
その他準ずる）（予）

期末手当（会計年度任用職員）（看護          △94
師）（包）

期末手当（会計年度任用職員）（看護          △28
師）（認）

期末手当（会計年度任用職員）（介護          △58
支援専門員）（包）

期末手当（会計年度任用職員）（介護          △28
支援専門員）（認）

－　２３　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 1. 社会福祉費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

期末手当（会計年度任用職員）（保健          △31
師）（認・ケア）

期末手当（会計年度任用職員）（一般         △135
事務）（包）

4. 共済費 △79 職員共済組合負担金           △60

追加費用（一般職）           △19

10. 需用費 448 消耗品費（保険者機能強化）            300

印刷製本費（保険者機能強化）            100

備品等修繕費             48

11. 役務費 58 通信運搬費（保険者機能強化）             45

収入印紙代（車検）              2

自動車損害保険料             11

12. 委託料 860 委託料（介護予防把握事業）（強化事              
業）

17. 備品購入費 450 機械器具備品（保険者機能強化事業）           450

18. 負担金、補 158 共通経費（一般会計負担金）          △332

助及び交付 調査認定経費（一般会計負担金）             26

金 市町村事業経費（一般会計負担金）           381

地域支援事業費　(特別会計負担金)            83

26. 公課費 33 自動車重量税             33

8. 障害者自立 666,971 △46 666,925 △46 3. 職員手当等 △62 期末手当（会計年度任用職員）（精神          △62
支援諸費 保健福祉士）

－　２４　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 1. 社会福祉費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

18. 負担金、補 16 沖縄県介護保険広域連合障害支援区分            16
助及び交付 認定等事業負担金

金

9. 臨時福祉給 0 5,236 5,236 218 5,018 11. 役務費 15 確認書郵送費             15

付金

12. 委託料 203 令和4年度臨時特別給付金システム改              
修業務

22. 償還金、利 5,018 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援         5,018
子及び割引 事業費（ 非課税世帯）返還金

料

　計 1,523,792 8,319 1,532,111 2,168 1,634 4,517

－　２５　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 2. 児童福祉費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 児童福祉総 67,454 34,701 102,155 29,141 5,560 1. 報酬 1,535 会計年度任用職員報酬          1,498

務費
会計年度任用職員報酬（時間外勤務手            37
当）

2. 給料 3,068 一般職給料          3,068

3. 職員手当等 2,165 住居手当             78

通勤手当             36

時間外勤務手当            713

時間外勤務手当            100

一般職期末手当            585

一般職勤勉手当            473

児童手当            180

4. 共済費 741 職員共済組合負担金            739

追加費用（一般職）           △10

事務費（一般職）             12

8. 旅費 270 費用弁償            270

10. 需用費 600 消耗品費（地方創生（臨））            300

印刷製本費            150

11. 役務費 345 通信運搬費            133

手数料             50

手数料            162

－　２６　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 2. 児童福祉費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

18. 負担金、補 27 研修負担金             27

助及び交付

金

19. 扶助費 25,950 子育て世帯への臨時特別給付金          1,500

子育て世帯生活支援特別給付金（その        24,450
他世帯）

2. 保育所費 955,311 2,717 958,028 10,550 △7,833 2. 給料 △3,662 一般職給料        △7,269

会計年度任用職員給与（育休代替）         3,607

3. 職員手当等 △1,972 扶養手当          △438

住居手当          △336

通勤手当           △59

一般職期末手当        △1,602

一般職勤勉手当          △766

通勤手当（会計年度任用職員）            276

時間外勤務手当（会計年度任用職員）           366

期末手当（会計年度任用職員）（育休           587
代替・フルタイム）

4. 共済費 △2,290 職員共済組合負担金        △2,159

追加費用（一般職）          △131

7. 報償費 225 巡回相談報償費            225

11. 役務費 76 保育支援システム回線使用料             76

－　２７　－

節

一般財源



（款） 3. 民生費  （項） 2. 児童福祉費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

18. 負担金、補 10,340 認可外保育施設補助金（地方創生（臨         2,940
助及び交付 ））

金
保育対策総合支援事業補助金（地方創         7,400
生（臨））

4. 児童館費 101,784 9,817 111,601 7,798 2,019 10. 需用費 600 保育対策総合支援事業（地方創生（臨           600
））

13. 使用料及び 17 モップ等賃借料             17

賃借料

18. 負担金、補 9,200 放課後児童健全育成事業          6,000

助及び交付
放課後児童健全育成事業（地方創生（         3,200

金 臨））

6. 子育て支援 11,037 210 11,247 210 10. 需用費 210 消耗品費（新型コロナウイルス感染症           210
センター費 対策）

　計 1,510,790 47,445 1,558,235 47,699 △254

－　２８　－

節

一般財源



（款） 4. 衛生費  （項） 1. 保健衛生費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 保健衛生総 223,211 △7,275 215,936 1,295 △8,570 1. 報酬 2,400 会計年度任用職員報酬（子ども・子育         1,241
務費 て支援交付金）

会計年度任用職員報酬（欠員補充事務         1,133
員）

会計年度任用職員報酬(時間外勤務手            26
当)(子ども・子育て支援交付金）

2. 給料 △5,262 一般職給料        △2,891

再任用給料        △2,371

3. 職員手当等 △2,981 住居手当          △540

通勤手当           △48

再任用通勤手当           △28

管理職手当             90

一般職期末手当        △1,524

再任用期末手当          △321

一般職勤勉手当          △762

再任用勤勉手当          △187

期末手当（会計年度任用職員）（子ど           269
も・子育て支援交付金）

期末手当（会計年度任用職員）（欠員            70
補充事務員）

4. 共済費 △1,536 職員共済組合負担金        △1,393

追加費用（一般職）          △144

業務負担金（一般職）              1

－　２９　－

節

一般財源



（款） 4. 衛生費  （項） 1. 保健衛生費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

8. 旅費 104 通勤手当（会計年度任用職員）（一体            86
的実施財政支援）

通勤手当(会計年度任用職員)(子ども            18
・子育て 支援交付金)

3. 母子保健費 32,004 300 32,304 300 10. 需用費 300 消耗品費（子ども・子育て支援交付金           300
）

6. 環境衛生費 29,688 83 29,771 4,179 △4,096 1. 報酬 42 委員報酬（公営墓地検討委員会）             42

3. 職員手当等 △279 一般職期末手当          △113

通勤手当（会計年度任用職員）           △50

期末手当（会計年度任用職員）（環境         △116
衛生に係る職務）

4. 共済費 △79 職員共済組合負担金           △60

追加費用（一般職）           △19

8. 旅費 111 委員費用弁償（公営墓地検討委員会）            12

通勤手当（会計年度任用職員）（地方            99
創生（臨））

10. 需用費 116 印刷製本費            116

11. 役務費 126 通信運搬費            126

17. 備品購入費 46 公営墓地備品             46

－　３０　－

節

一般財源



（款） 4. 衛生費  （項） 1. 保健衛生費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

10. 新型コロナ 102,455 0 102,455 12. 委託料 0 人材派遣業務               

ウイルス感 予約システム委託料               

染症対策費 行政システム改修委託料               

（ワクチン

接種関連）

13. 使用料及び 0 複写機等賃借料           △88

賃借料 救急医療物品賃借料             88

　計 596,962 △6,892 590,070 5,774 △12,666

－　３１　－

節

一般財源



（款） 4. 衛生費  （項） 2. 清掃費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 清掃総務費 320,395 4,700 325,095 3,946 754 11. 役務費 47 車両購入関係手数料             47

12. 委託料 2,302 沖縄県海岸漂着物地域対策支援事業委              
託料

17. 備品購入費 2,344 資源ごみ収集車購入費（軽トラック）         2,344

26. 公課費 7 自動車重量税              7

　計 320,395 4,700 325,095 3,946 754

－　３２　－

節

一般財源



（款） 5. 農林水産業費  （項） 1. 農業費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 農業委員会 11,259 541 11,800 93 448 1. 報酬 397 会計年度任用職員報酬            397

費

3. 職員手当等 △15 期末手当（会計年度任用職員）           △15

11. 役務費 36 情報収集等業務効率化支援タブレット            36
通信費

13. 使用料及び 30 使用料（情報収集等業務効率化支援）            30

賃借料

17. 備品購入費 93 情報収集等業務効率化支援事業タブレ            93
ット

2. 農業総務費 53,032 △676 52,356 △676 2. 給料 △228 一般職給料          △228

3. 職員手当等 △312 扶養手当          △516

住居手当            606

通勤手当             57

管理職手当             90

一般職期末手当          △539

一般職勤勉手当           △40

児童手当             30

4. 共済費 △136 職員共済組合負担金           △81

追加費用（一般職）           △56

事務費（一般職）              1

3. 農業振興費 62,638 17,333 79,971 15,285 2,048 1. 報酬 1,156 会計年度任用職員報酬（地方創生（臨         1,156
））耕作放棄地解消

－　３３　－

節

一般財源



（款） 5. 農林水産業費  （項） 1. 農業費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

3. 職員手当等 76 期末手当（会計年度任用職員）（農業          △50
経営支援）

期末手当（会計年度職員）（地方創生           126
（臨））耕作放棄地解消

8. 旅費 27 通勤手当（会計年度職員）（地方創生            27
（臨））耕作放棄地解消

12. 委託料 1,088 廃プラスチック処理委託料               

地域活性化計画作成支援業務               

農地相続相談委託料（地方創生（臨）              
）

17. 備品購入費 2,657 移動販売冷凍車（地方創生（臨））         2,657

18. 負担金、補 12,329 北中城村耕作放棄地解消事業（地方創         1,000
助及び交付 生（臨））基盤整備地区外

金
農水産物消費拡大事業補助金（地方創         2,500
生（臨））

経営発展支援事業交付金          7,829

農業生産・経営対策事業交付金          1,000

5. 農地費 34,300 22,894 57,194 16,300 6,594 12. 委託料 22,894 安谷屋第２地区変更設計業務               

　計 161,245 40,092 201,337 15,378 16,300 8,414

－　３４　－

節

一般財源



（款） 5. 農林水産業費  （項） 3. 水産業費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 水産振興費 3,341 181 3,522 90 91 12. 委託料 1 EMブロック作成設置業務委託料（アー              
サ養殖場環境対策）

アーサ養殖場環境モニタリング調査業              
務委託料

18. 負担金、補 180 北中城村軽石被害に係る緊急支援事業           180
助及び交付 補助金

金

　計 3,341 181 3,522 90 91

－　３５　－

節

一般財源



（款） 6. 商工費  （項） 1. 商工費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 商工総務費 13,989 150 14,139 150 3. 職員手当等 213 扶養手当            120

一般職期末手当           △72

児童手当            165

4. 共済費 △63 職員共済組合負担金           △47

追加費用（一般職）           △16

2. 商工業振興 67,002 24,425 91,427 33,600 △9,175 12. 委託料 1,000 特産品高付加価値化推進事業委託料（              
費 地方創生（臨））

18. 負担金、補 23,425 地域通貨まーい運営負担金（地方創生        22,425
助及び交付 （臨））

金 地域おこし協力隊起業支援補助金          1,000

　計 156,798 24,575 181,373 33,600 △9,025

－　３６　－

節

一般財源



（款） 7. 土木費  （項） 1. 土木管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 土木総務費 54,940 △5,189 49,751 1,140 △6,329 1. 報酬 1,156 会計年度任用職員報酬（地方創生（臨         1,156
））

2. 給料 △3,283 一般職給料        △3,283

3. 職員手当等 △1,751 住居手当          △336

通勤手当            △7

管理職手当             90

一般職期末手当        △1,098

一般職勤勉手当          △526

期末手当（会計年度任用職員）（地方           126
創生（臨））

4. 共済費 △1,338 職員共済組合負担金        △1,207

追加費用（一般職）          △120

事務費（一般職）           △11

8. 旅費 27 通勤手当（会計年度任用職員）（地方            27
創生（臨））

　計 54,940 △5,189 49,751 1,140 △6,329

－　３７　－

節

一般財源



（款） 7. 土木費  （項） 2. 道路橋梁費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

2. 道路新設改 110,182 △37,492 72,690 △32,094 △5,398 12. 委託料 △13,645 村道仲順ライカム線調査測量設計業務              

良費 村道喜舎場荻道線歩道設計業務               

村道北中城高校127号線調査測量設計              
業務

村道北中城高校127号線護岸磁気探査              
業務

14. 工事請負費 △24,547 村道仲順ライカム線舗装工事               

16. 公有財産購 700 用地購入費（村道喜舎場荻道線）            700

入費

　計 129,148 △37,492 91,656 △32,094 △5,398

－　３８　－

節

一般財源



（款） 7. 土木費  （項） 3. 都市計画費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 都市計画総 230,766 △2,585 228,181 1,140 △3,725 1. 報酬 1,156 会計年度任用職員報酬（地方創生（臨         1,156
務費 ））

2. 給料 △1,905 一般職給料        △1,905

3. 職員手当等 △1,058 扶養手当          △300

住居手当            318

通勤手当             14

一般職期末手当          △748

一般職勤勉手当          △368

児童手当          △100

期末手当（会計年度任用職員）（地方           126
創生（臨））

4. 共済費 △805 職員共済組合負担金          △745

追加費用（一般職）           △60

8. 旅費 27 通勤手当（会計年度任用職員）（地方            27
創生（臨））

2. 土地区画整 8,578 10,515 19,093 3,662 6,853 11. 役務費 5 収入印紙代（ライカム公園（緑地）             5

理費

16. 公有財産購 6,847 ライカム公園（緑地）購入費          6,847

入費

21. 補償補填及 3,663 ライカム公園（緑地）墳墓補償費          3,663

び賠償金

3. 公園費 80,813 536 81,349 500 36 10. 需用費 531 施設等修繕費            531

－　３９　－

節

一般財源



（款） 7. 土木費  （項） 3. 都市計画費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

22. 償還金、利 5 償還金、利子及び割引料              5

子及び割引

料

　計 320,157 8,466 328,623 1,140 4,162 3,164

－　４０　－

節

一般財源



（款） 8. 消防費  （項） 1. 消防費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 消防施設費 261,633 1,948 263,581 1,948 18. 負担金、補 1,948 中城北中城消防組合負担金          1,948

助及び交付

金

　計 261,633 1,948 263,581 1,948

－　４１　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 1. 教育総務費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

2. 事務局費 171,535 5,605 177,140 1,128 4,550 △73 2. 給料 205 一般職給料            205

3. 職員手当等 △391 扶養手当            248

通勤手当             37

管理職手当             94

一般職期末手当          △537

一般職勤勉手当          △162

特別職期末手当           △58

児童手当             35

期末手当（会計年度任用職員）（一般          △21
事務）

期末手当（会計年度任用職員）（教育          △27
相談員）

4. 共済費 △214 一般職員共済組合負担金          △130

追加費用（一般職）           △70

追加費用（特別職）           △14

8. 旅費 14 通勤手当（会計年度任用職員）（一般            14
事務）

10. 需用費 28 消耗品費（地方創生(臨)）             28

12. 委託料 4,799 社会科副読本作成委託料               

17. 備品購入費 1,164 村立小中学校ICT機器整備事業（地方         1,164
創生(臨) ）

　計 173,701 5,605 179,306 1,128 4,550 △73

－　４２　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 2. 小学校費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 学校管理費 155,575 6,740 162,315 2,411 2,080 2,249 1. 報酬 △167 会計年度任用職員報酬（特別支援員）         △404

会計年度任用職員報酬（学習支援員）          △23

会計年度任用職員報酬（理科観察実験           268
支援員）

会計年度任用職員報酬（スクールバス            40
運行業務）

会計年度任用職員報酬(プール管理人)          △48

3. 職員手当等 △1,242 期末手当（会計年度任用職員）（学校          △49
事務用務員）

期末手当（会計年度任用職員）（図書          △57
館司書）

期末手当（会計年度任用職員）（英会          △66
話指導員）

期末手当（会計年度任用職員）（特別         △464
支援員）

期末手当（会計年度任用職員）（学習          △53
支援員）

期末手当（会計年度任用職員）（理科         △140
観察実験支援員）

期末手当（会計年度任用職員）（コン          △28
ピューター指導員）

－　４３　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 2. 小学校費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

期末手当（会計年度任用職員）（スク         △267
ールバス運行業務）

期末手当（会計年度任用職員）（スク          △37
ールバス添乗員）

期末手当（会計年度任用職員）（プー          △54
ル管理人）

期末手当（会計年度任用職員）（学習          △27
・教育相談支援員）

8. 旅費 △138 通勤手当（会計年度任用職員）（特別          △25
支援員）

通勤手当（会計年度任用職員）（特別          △37
支援員）

通勤手当（会計年度任用職員）（理科            27
観察実験支援員）

通勤手当（会計年度任用職員）（スク          △16
ールバス運行業務）

通勤手当（会計年度任用職員）（スク          △76
ールバス添乗員）

通勤手当（会計年度任用職員）（プー          △11
ル管理人）

10. 需用費 4,299 消耗品費(学校保健特別対策事業)(地         1,200
方創生(臨))

－　４４　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 2. 小学校費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

消耗品費(学校保健特別対策事業)(地           900
方創生(臨))

校舎雨漏り修理          1,363

プールろ過ポンプ修繕費            836

11. 役務費 1,409 建物災害共済負担金             31

情報端末機器損害保険料（北小）            881

情報端末機器損害保険料（島小）            497

12. 委託料 1,155 GIGAｽｸｰﾙﾈｯﾄﾜｰｸ保守業務委託料(北小)              

北中城小学校擁壁調査業務               

GIGAｽｸｰﾙﾈｯﾄﾜｰｸ保守業務委託料(島小)              

17. 備品購入費 1,424 管理備品購入費            374

庁用備品(学校保健特別対策事業)(地           600
方創生(臨))（北小）

庁用備品(学校保健特別対策事業)(地           450
方創生(臨))（島小）

　計 190,128 6,740 196,868 2,411 2,080 2,249

－　４５　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 3. 中学校費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 学校管理費 60,802 2,463 63,265 1,800 663 1. 報酬 △80 会計年度任用職員報酬（学校事務用務          △56
員）

会計年度任用職員報酬(プール管理人)          △24

3. 職員手当等 △189 期末手当（会計年度任用職員）（学校          △33
事務用務員）

期末手当（会計年度任用職員）（図書          △28
館司書）

期末手当（会計年度任用職員）（特別          △90
支援員）

期末手当（会計年度任用職員）（英会          △33
話指導員）

期末手当（会計年度任用職員）（プー           △5
ル管理人）

8. 旅費 △38 通勤手当（会計年度任用職員）（学校          △28
事務用務員）

通勤手当（会計年度任用職員）（特別          △10
支援員）

10. 需用費 1,200 消耗品費(学校保健特別対策事業)(地         1,200
方創生(臨))

11. 役務費 640 情報端末機器損害保険料            640

12. 委託料 330 GIGAｽｸｰﾙﾈｯﾄﾜｰｸ保守業務委託料               

17. 備品購入費 600

－　４６　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 3. 中学校費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

庁用備品(学校保健特別対策事業)(地           600
方創生(臨))

　計 92,145 2,463 94,608 1,800 663

－　４７　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 4. 幼稚園費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 幼稚園費 66,133 6,463 72,596 300 350 5,813 1. 報酬 85 会計年度任用職員報酬（預かり保育指            85
導員）

2. 給料 5,659 一般職給料            175

会計年度任用職員給与(産休育休代替)         5,484

3. 職員手当等 △4 一般職期末手当          △319

一般職勤勉手当          △156

通勤手当（会計年度任用職員）（産休            71
育休代替）

期末手当（会計年度任用職員）（特別          △83
支援員）

期末手当（会計年度任用職員）（預か         △218
り保育指導員）

期末手当（会計年度任用職員）（預か         △128
り保育特別支援員）

期末手当（会計年度任用職員）（育休           829
代替・フルタイム）

4. 共済費 106 職員共済組合負担金             99

追加費用（一般職）              7

8. 旅費 △52 通勤手当（会計年度任用職員）（特別          △11
支援員）

通勤手当（会計年度任用職員）（預か          △33
り保育指導員）

－　４８　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 4. 幼稚園費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

通勤手当（会計年度任用職員）（預か           △8
り保育特別支援員）

10. 需用費 669 消耗品費(教育支援体制整備事業)(地           300
方創生(臨))

砂場日よけ設置            369

　計 66,133 6,463 72,596 300 350 5,813

－　４９　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 5. 社会教育費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 社会教育総 69,871 △920 68,951 △920 1. 報酬 △315 社会教育会計年度任用職員報酬          △315

務費

2. 給料 △19 一般職給料           △19

3. 職員手当等 △401 扶養手当            204

住居手当          △336

通勤手当           △64

時間外勤務手当           △50

管理職手当             90

一般職期末手当          △305

一般職勤勉手当            △3

児童手当            260

期末手当（社会教育会計年度任用職員         △197
）

4. 共済費 △230 職員共済組合負担金          △174

追加費用（一般職）           △57

事務費（一般職）              1

8. 旅費 9 通勤手当（社会教育会計年度任用職員             9
）

18. 負担金、補 36 第67回九州ブロックＰＴＡ研究大会負            36
助及び交付 担金

金

2. 公民館費 35,527 14,053 49,580 11,330 3,000 △277 3. 職員手当等 152 扶養手当            240

一般職期末手当           △62

－　５０　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 5. 社会教育費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

期末手当（会計年度任用職員）（公民          △26
館管理）（フルタイム）

4. 共済費 △929 職員共済組合負担金          △862

追加費用（一般職）           △57

事務費（一般職）           △10

12. 委託料 500 中央公民館及び安谷屋公民館空調機器              
設置設計委託料（地方創生（臨））

14. 工事請負費 11,330 中央公民館空調機器設置工事事業（地              
方創生（臨））

安谷屋公民館空調機器設置工事事業（              
地方創生（臨））

18. 負担金、補 3,000 コミュニティ助成事業補助金          3,000

助及び交付

金

3. 文化財保護 84,987 2,807 87,794 3,222 △415 1. 報酬 △223 会計年度任用職員報酬（防衛局受託業          △12
費 務）

会計年度任用職員報酬（歴史まちづく         △211
り計画策定事業）

3. 職員手当等 △226 期末手当（会計年度任用職員・防衛局          △22
受託業務）

期末手当（会計年度任用職員・中城城          △29
跡共同管理協議会）

－　５１　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 5. 社会教育費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

期末手当（会計年度任用職員・歴史ま         △175
ちづくり計画策定事業）

12. 委託料 3,256 基地内文化財発掘調査等委託料（防衛              
局受託業務）

　計 261,756 15,940 277,696 14,552 3,000 △1,612

－　５２　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 6. 保健体育費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 保健体育総 14,175 579 14,754 579 3. 職員手当等 13 時間外勤務手当（会計年度任用職員）            50

務費
期末手当（会計年度任用職員）（社会          △37
体育職員・フルタイム）

12. 委託料 566 学校施設夜間開放に係る施設施錠等管              
理委託料

3. 学校給食管 123,924 △97 123,827 1,200 △1,297 1. 報酬 261 会計年度任用職員報酬（調理員）            261

理費

2. 給料 △779 一般職給料          △779

3. 職員手当等 △1,135 扶養手当            120

住居手当          △252

通勤手当             68

一般職期末手当          △677

一般職勤勉手当          △264

児童手当            180

期末手当（会計年度任用職員）（一般          △21
事務）

期末手当（会計年度任用職員）（調理         △289
員）

4. 共済費 △464 職員共済組合負担金          △399

追加費用（一般職）           △66

事務費（一般職）              1

10. 需用費 787 消耗品費            787

－　５３　－

節

一般財源



（款） 9. 教育費  （項） 6. 保健体育費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

18. 負担金、補 1,233 物価高騰に伴う学校給食負担軽減事業         1,233
助及び交付 補助金（地方創生（臨））

金

　計 219,185 482 219,667 1,200 △718

－　５４　－

節

一般財源



（款） 13. 予備費  （項） 1. 予備費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 予備費 19,658 91 19,749 91 91 予備費             91

　計 19,658 91 19,749 91

－　５５　－

節

一般財源



職員数
報酬 給料

期末手当
　　　　(千円) 地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計

共  済  費 合     計 備     考

（人） （千円） （千円）
年間支給率
　　　　(月分) （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

4,448
3.25

11,785
3.25

計 447 63,524 14,928 16,233 0 0 0 94,685 16,206 110,891

4,585

3.35

12,133

3.35

計 443 63,482 14,928 16,718 0 0 0 95,128 16,333 111,461

△137

△ 0.10
△348

△ 0.10

計 4 42 0 △485 0 0 0 △443 △127 △570

14

0

0

23,989

039,535

給　与　費　明　細　書

補 正 後

補 正 前

0

0 0 51,668 12,266

0

0 0 23,9890

14,928

63,586

比 較

区　　　　分

給　  　　与　  　　費

長 等 2 0 14,928 23,3163,94019,376000

0 23,989

議 員

そ の 他 の
特 別 職

431

39,535

0

23,947023,9470

12,26651,3200

0

63,934

23,5804,06719,51300長 等

0

0

0

00

0

△348 0 △348

△264

0

△127△137

427

14

2

23,947

4200

0 0

0

42

0

04
そ の 他 の
特 別 職

議 員

そ の 他 の
特 別 職

議 員

１　特別職

0 00

0

00

0

0長 等 0

420

- ５６ -



２ 　一 般 職

　　（１）　総　　括

  区    分  職 員 数  報  酬  給  料  職員手当  計  共 済 費  合  計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） 0 0

補　正　後 129 0 469,910 249,414 719,324 147,178 866,502

補　正　前 129 0 482,226 258,570 740,796 157,068 897,864

比　 　　較 0 0 △ 12,316 △ 9,156 △ 21,472 △ 9,890 △ 31,362

期末・勤勉手当 扶 養 手 当 通 勤 手 当 時間外勤務 住 居 手 当 特 勤 手 当 管理職手当 その他手当

（千円） （千円） （千円）   手当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

本　年　度 181,896 17,984 4,535 22,254 16,170 1,058 5,517 0

の 内 訳 前　年　度 194,732 17,706 3,957 20,679 16,008 1,055 4,433 0

比　 　　較 △ 12,836 278 578 1,575 162 3 1,084 0

　（２） 給料及び職員手当の増減額の明細

区      分
  増  減  額

 （千円）

職 員 手 当

             備     考

説    　明

職員手当

給　　　料

  区  分

△ 9,156

△ 12,316

△ 6,321

△ 2,835

給　与　費

　 増　　減　　額　　事　　由　　別　　内　　訳　　（千円）

  そ の 他 の 増 減 分

△ 12,316

  給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 

  昇 給 に 伴 う 増 加 分

  そ の 他 の 増 減 分

  制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 

- ５７ -


